
平成28年度　第33回飯伊小学生陸上競技大会・第17回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】202050  飯田市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

05/21 小学混合 松川陸上クラブ    1,02.18 浜井場小     1,02.37 富草小     1,07.14 伊賀良小     1,07.27 阿智村RC     1,08.58 天龍小     1,08.74 阿智第二小(B)     1,08.94 泰阜小     1,10.98
4×100mR 梶間 理預(5) 吉川 瑞姫(5) 倉田 千愛(4) 松澤 彩花(4) 田中 美桜(5) 大澤 希美(5) 原 野乃花(4) 松下 侑夏(4)

能登 愛琉(5) 松澤 望(5) 松下 日菜向(4) 山崎 佑夏(4) 田中 真友子(5) 橋本 梨花(5) 髙間 葵(4) 折竹 美南(4)
今村 悠真(4) 鬼頭 涼雅(5) 南島 柊太(4) 信末 知輝(4) 園原 琉生(5) 熊谷 翔太(5) 千葉 怜史(4) 清水 千滉(4)
山口 智司(5) 池田 結太(5) 熊谷 新太(4) 青島 駿平(4) 上原 朔(5) 橘 慶司郎(5) 原 好輝(4) 松下 共貴(4)



予選 5月21日 11:20
決勝 5月21日 15:15

大会新(GR)          57.91
県小学新(KR)        55.50

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上クラブ    14 梶間 理預(5)   1,00.99 q  1   3 伊賀良小    62 松澤 彩花(4)   1,06.80 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔｶ
   31 能登 愛琉(5)    59 山崎 佑夏(4)

ﾉﾄｱｲﾙ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ
   22 今村 悠真(4)    64 信末 知輝(4)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ ﾉﾌﾞｽｴ ﾄﾓｷ
   25 山口 智司(5)    65 青島 駿平(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ ｱｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 2   2 浜井場小   186 吉川 瑞姫(5)   1,01.63 q  2   5 阿智村RC    36 田中 美桜(5)   1,07.39 q

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｱﾁﾑﾗRC ﾀﾅｶ ﾐｵ
  189 松澤 望(5)    35 田中 真友子(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ
  185 鬼頭 涼雅(5)    33 園原 琉生(5)

ｷﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ
  193 池田 結太(5)    34 上原 朔(5)

ｲｹﾀ ﾞﾕｳﾀ ｳｴﾊﾗ ｻｸ
 3   4 富草小   196 倉田 千愛(4)   1,06.41 q  3   6 阿智第二小(B)    44 原 野乃花(4)   1,07.67 q

ﾄﾐｸｻｼｮｳ ｸﾗﾀ ﾁﾅ ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳB ﾊﾗﾉﾉｶ
  195 松下 日菜向(4)    49 髙間 葵(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾏｱｵｲ
  197 南島 柊太(4)    46 千葉 怜史(4)

ﾐﾅﾐｼﾏ ｼｭｳﾀ ﾁﾊﾞﾚｲｼﾞ
  194 熊谷 新太(4)    42 原 好輝(4)

ｸﾏｶﾞｲ ｱﾗﾀ ﾊﾗｺｳｷ
 4   5 泰阜小   139 松下 侑夏(4)   1,08.42 q  4   2 天龍小   180 大澤 希美(5)   1,07.71 q

ﾔｽｵｶｼｮｳ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ ｵｵｻﾜ ｷﾐ
  144 折竹 美南(4)   176 橋本 梨花(5)

ｵﾘﾀｹ ﾐﾅﾐ ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝｶ
  141 清水 千滉(4)   177 熊谷 翔太(5)

ｼﾐｽﾞ ﾁﾋﾛ ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳﾀ
  137 松下 共貴(4)   174 橘 慶司郎(5)

ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼﾞﾛｳ
  6 阿智第二小(A)    40 関 帆奈美(4)   4 大鹿小

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳA ｾｷﾎﾅﾐ 失格 ｵｵｼｶｼｮｳ 欠場
   48 田中 莉央(4)

ﾀﾅｶﾘｵ
   43 原 大智(4)

ﾊﾗﾀﾞｲﾁ
   41 熊谷 颯太(4)

ｸﾏｶﾞｲｿｳﾀ

小学混合

4×100mR

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上クラブ    14 梶間 理預(5)   1,02.18 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
   31 能登 愛琉(5)

ﾉﾄｱｲﾙ
   22 今村 悠真(4)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
   25 山口 智司(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ
 2   5 浜井場小   186 吉川 瑞姫(5)   1,02.37 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ
  189 松澤 望(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
  185 鬼頭 涼雅(5)

ｷﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ
  193 池田 結太(5)

ｲｹﾀ ﾞﾕｳﾀ
 3   6 富草小   196 倉田 千愛(4)   1,07.14 

ﾄﾐｸｻｼｮｳ ｸﾗﾀ ﾁﾅ
  195 松下 日菜向(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ
  197 南島 柊太(4)

ﾐﾅﾐｼﾏ ｼｭｳﾀ
  194 熊谷 新太(4)

ｸﾏｶﾞｲ ｱﾗﾀ
 4   4 伊賀良小    62 松澤 彩花(4)   1,07.27 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔｶ
   59 山崎 佑夏(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ
   64 信末 知輝(4)

ﾉﾌﾞｽｴ ﾄﾓｷ
   65 青島 駿平(4)

ｱｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 5   8 阿智村RC    36 田中 美桜(5)   1,08.58 

ｱﾁﾑﾗRC ﾀﾅｶ ﾐｵ
   35 田中 真友子(5)

ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ
   33 園原 琉生(5)

ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ
   34 上原 朔(5)

ｳｴﾊﾗ ｻｸ
 6   2 天龍小   180 大澤 希美(5)   1,08.74 

ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ ｵｵｻﾜ ｷﾐ
  176 橋本 梨花(5)

ﾊｼﾓﾄ ﾘﾝｶ
  177 熊谷 翔太(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳﾀ
  174 橘 慶司郎(5)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼﾞﾛｳ
 7   7 阿智第二小(B)    44 原 野乃花(4)   1,08.94 

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳB ﾊﾗﾉﾉｶ
   49 髙間 葵(4)

ﾀｶﾏｱｵｲ
   46 千葉 怜史(4)

ﾁﾊﾞﾚｲｼﾞ
   42 原 好輝(4)

ﾊﾗｺｳｷ
 8   1 泰阜小   139 松下 侑夏(4)   1,10.98 

ﾔｽｵｶｼｮｳ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶ
  144 折竹 美南(4)

ｵﾘﾀｹ ﾐﾅﾐ
  141 清水 千滉(4)

ｼﾐｽﾞ ﾁﾋﾛ
  137 松下 共貴(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ

4×100mR
決勝

小学混合
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